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黒部市総合振興計画審議会 第２回 第４部会（市民生活） 会議録

日 時 ： 平成２４年２月２７日（月）１０：００～１２：０５

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員９名（欠席無し）、専門委員２名（欠席無し）

幹事４名、計画主任１２名（欠席１名）、事務局４名

【事務局】

それでは、定刻になりましたので、ただいまから、黒部市総合振興計画審議会第２回第

４部会を開催したいと思います。

まず、冒頭でございますが、ご案内いたしますが、黒部市交通安全協会の飛島邦彦委員

が組織内の異動によりまして、八木弥須雄様と交代されましたので、ここでご紹介してお

きたいと思います。八木委員、ひとつよろしくお願いいたします。

【事務局】

それでは、開会に当たりまして、部会長のほうからごあいさつをいただきます。

【部会長】

皆さん、おはようございます。今日は２回目の部会になりますけれども、それに当たり

まして一言ごあいさつさせていただきます。

皆様にはお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。年が明けて２カ

月過ぎようとしていますが、今年は後期基本計画を策定する極めて重要な年であります。

また、前回の１回目の部会から３カ月がたとうとしておりますが、その期間、アンケー

ト調査やタウンミーティングなどの意見、また、前回、皆さんに出していただいた意見を

参考にしながら素案をつくらせていただき、皆さんのお手元に送らせていただいたかと思

います。それと、もう一部送らせていただいたと思いますが、施策の内容や事業メニュー、

これは今回初めての審議になりますが、それについても今日話し合いたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

また、６月には中間報告も予定されております。今日の部会と３回目の部会で、２枚の
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資料１になりますけれども、それを検討して報告のほうに持っていきたいと思いますので、

皆様には忌憚のない意見をたくさんいただきまして、ちゃんとした成果を出したいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、今日もよろしくお願いします。

【事務局】

ありがとうございました。

それでは、早速議事に入りたいと思います。審議会条例の定めによりまして、部会長が

会議の運営に当たることになっておりますので、これからの進行につきましても部会長さ

んにお願いしたいと思います。

【部会長】

わかりました。それでは、条例に従いまして座長役を務めさせていただきます。

早速、次第に基づきながら議事を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

まず、報告事項の１、前回部会以降の経過について、事務局から説明をお願いいたしま

す。

（ 説 明 ）

【部会長】

ただいまの報告事項につきまして、何かご質問はございませんでしょうか。

ないようでしたら、報告事項につきましては以上にさせていただきます。

次に、協議事項に入りたいと思います。

初めに、（１）現況と課題から施策の展開方針までを事務局からご説明いただきます。

（ 説 明 ）

【部会長】

ありがとうございました。
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それでは、今説明があったとおり、４の１の保健・医療の充実のほうから順次施策順に

ご意見をいただきたいと思いますが、前回言われた意見を反映されていると思いますが、

こういう表現ではとか、いろいろご意見があればいただきたいと思います。

Ｃ委員、どうでしょう。

【Ｃ委員】

特にありません。

【部会長】

大丈夫ですか。ほかには大丈夫ですかね。

ないようでしたら、次の４の２に移りたいと思います。

４の２の地域福祉の充実のほうに行きたいと思いますが、これに関しては何かございま

すでしょうか。

Ｄ委員どうでしょう、内容は。

【Ｄ委員】

いいと思います。

【部会長】

大丈夫ですか。ほかの委員もよろしいですかね。

それでは、次に行きたいと思います。

４の３の高齢者福祉の充実ですね。これに関してはいかがでしょう。大丈夫ですか。

ないようでしたら、次の４の４に行きたいと思います。

４の４、障害者福祉の充実。これはいかがでしょうか。

ないようでしたら、そのまま４の５に移りたいと思います。

介護保険への対応です。これに関してはいかがでしょう。大丈夫ですか。

文章的なことなんですが、私から１点。施策の展開方針の２番目の、包括的、継続的な

地域包括ケアシステムにより、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを推進しますという

ところの、包括的と包括ケアシステムとを重ねるのはちょっと違和感があったんですけど、

皆さん、くどいような気がしたんですが、いかがでしょう。大丈夫ですか。そのままの表
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現でよければそのままにしますが。

Ｂ委員、どうでしょうか、表現として。

【Ｂ委員】

最初の現状と課題のところに、括弧、地域包括ケアシステムというのがあるものですか

ら、これがそういうものかなと思ったので。括弧をすればいいのか。どういうものなんで

しょうか。

【部会長】

そうですね。括弧をすれば、地域包括ケアシステムという１つの文言がありますので、

重ねてもいいですかね。そういう形でよろしいですか。

この文章では、地域包括ケアシステムに括弧をつけて表現を直すという形でしたいと思

います。

あとはよろしいですか。

ないようならば、次に進んで、４の６のほうに行きたいと思います。

子育て支援の充実。これに関しては、Ｈ委員、どうでしょう。

【Ｈ委員】

いいと思います。

【部会長】

よろしいですか。

ほかはないですかね。なければ次に移ります。大丈夫ですか。

それでは、４の７、消費支援の充実のところに移ります。これは大丈夫ですか。

特にないようですので、４の８、消防・防災体制の充実のほうに移ります。

これに関しては、Ｉ委員、どうでしょう。

【Ｉ委員】

ちょっと文章的なものじゃないんですけれども、いろいろと読んでみますと、消火栓の

問題ですけれども、消火栓を各町にたくさんつくってもらえてありがたいんですが、自主



-5-

防災と消火栓との対応というのは全くできていないような状況下にあると思います。なぜ

かといいますと、消火栓はあるんですが、それに伴う器具がそろっておらんのですよ。だ

から、地区の住民の人たちが消火栓を利用しようと思っても、器具がないために全くでき

ないという状況下にありまして、その点、どういうふうに市当局のほうで整備される予定

なのか、また、私らとすれば、整備してほしいなという要望がありますけれども、その件

について予算的にもどのようになっておるのかちょっと聞きたいなということなんです。

【事務局】

自主防災というよりも、消火栓設置、消防ホースとか管鎗とか金具とかを収納するボッ

クスを設置する町内が個々、たくさんありますが、その中で、自治振興会を通して地区ご

とにまとめたもので消防のほうに申請していただくと、年に２回予定しているんですが、

各振興会から出てきた要求の中で、経費のかかる中で１０万円を限度にして、かかったお

金の２分の１、それで、上限が１０万円ということで、各自治振興会に助成金として、そ

のようなシステムを平成２２年度から始めております。助成金額は、２２年度、２３年度

は５０万円の中で各振興会へ助成しているというのが現状でございます。

【Ｉ委員】

全部で消火栓というのは何カ所あるんですか。

【事務局】

ちょっと古いデータなんですが、平成２２年ですと、６３０カ所現有でございまして、

そのうち、消火栓用のそういったホースボックスがついているのは３５４カ所、約半分ぐ

らいですね。基本的には、消火栓設置につきましては、消火栓と、消火栓を開くための開

閉ハンドルだけ市の予算でついておりまして、ホースボックス、ホース、管鎗、そういっ

たものは、各町内会で用意していただいておる経緯がありまして、消防の予算ではそうい

った開閉ハンドルのみしかついていません。黒部市ができた当時には、生地、石田地区の

ほうでは、各町内でそういったホースボックスを用意されて、ホース、管鎗等を用意され

ております。旧宇奈月につきましては、消防の予算でホースボックス、ホース、そういっ

たものはついておりまして、やっぱり旧黒部と旧宇奈月ではそういった違いがあるという

ことをまたお願いしたいと思います。
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【Ｅ委員】

今、答弁の中にあったんですけれども、消防で、私らは町内を世話させてもらっておる

と、振興会のほうでそういう要望がないかという集約をされるわけですけれども、各町内、

手を挙げると、今おっしゃった５０万というような限られた予算なものですから、ものす

ごく、私らにすると補助金が少ない。町内の持ち出しがものすごく多いわけなんですね。

なかなか更新が進まんと。私がおるところは、沿岸地区で、特にボックスが錆びるという

ところなので、そのあたり、なかなか進んでいかないと。できればそういう予算をもう少

し増やしてもらえないかという思いをしているわけなんですけれども、今、Ｉ委員が先ほ

どおっしゃったふうに私も思います。

【Ｉ委員】

地区の人たちが火災訓練とか防火、いろんな訓練するときに、消火栓を利用してよくや

られるんですが、消火栓を利用するときにいろいろと器具がないとできないので、いざと

いうときには間に合わないという。消防自動車が来てこそ、やっと消火栓が間に合うとい

うような状況下にある消火栓がたくさんありますので、市当局のほうにおかれましても、

予算を少しみていただければありがたいなと思います。以上であります。

【Ｅ委員】

ついでと言うとなんですけれども、市民の声のところに自主防災会の支援してほしいと

いう意見がございます。これはまた論議があるんですかね、このあたりは。後からですか。

【部会長】

全体を通してまた。おっしゃっていただいてもいいです、この場で。

【Ｅ委員】

ああ、そうですか。なら、ちょっと言わせていただきます。

自主防災組織ができたのは、おそらく１０年ぐらい前ではないかなと私は思うんですけ

れども、どうも地域によっては引き継がれていっていないところが多々あるような気がす

るんですよ。私も、これで、町内を預かって５年ほどになるんですけれども、以前の組織
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から我々に引き継ぎが何もなかった。一体全体、だれが町の中でどうなっているかという

明確なものもないし、やはり申しわけないですけれども、うちのところにも消防団員がお

られるので、できればそういう方々を中心に、やはり組織づくりがこうであって、こうだ

というノウハウを教えてほしいし、やはり訓練そのものについてもいろいろ教えてほしい

なと。

もちろん消防本部のほうに言えば幾らでもできるかなと思いますけれども、組織そのも

のがどうなっておるかなというのが、私には見えないところがあるんです。ですから、盛

んに新聞紙上でも、黒部市は自主防災組織が１００％とかというのが載っておったことが

あるんですけれども、現場はほんとうにそうなっているのだろうかと私は疑問に思うわけ

なんですけれども、そのあたりももっと調査されて、東日本の震災が来てからものすごく

住民は心配しているわけなんですけれども、我々町内の役員自身が、なかなか、どうすれ

ばいいのか、一歩も進めていないところがあるので、お願いしたいなと思います。

【部会長】

ほかにはよろしいですか。

では、次、４の９、防犯体制の充実に移りたいと思います。これに関してはいかがでし

ょうか。

【Ｋ専門委員】

最後の防犯施設の整備のところにおきまして、防犯カメラの設置を検討していく必要が

ありますというところで入れていただきまして、大変、より一歩進んで、大変感謝してい

ますので、このまま進めていただければありがたいということを思っております。

【Ｅ委員】

ここで、私、この冬は特に雪が多かったものですから気がついたんですけれども、高志

野中学校の生徒さんたちが車道を結構歩いておられるんですけれども、通学路の除雪とい

うのは、適時うまくいっているかなと。私は、暗かったものですから、そのとき特に通学

路まで行ってみなかったんですけれども、暗くなっても県道を歩いておられる。夜間なも

のですから、なかなか、こんなときにこの子供たちがこんなところを歩いていたら危ない

なという思いがして見ているわけなんですけれども、そのあたり、どんなものでしょうか
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ね。今年あたり、除雪体制がうまくいっておったんでしょうかね。高志野あたりは特に、

市全体から見ると雪の少ないところかなと思いますけれども、道路と外れて通学専用道路

のある箇所もあるので、そのあたりも含めてどうだったのかなとちょっと心配しておるん

ですけれども。

【事務局】

除雪関係につきましては、まず１種道路、それから、２種道路、３種道路ということで、

順次、緊急度の高いところから除雪をされているのが現状であります。そういった中で、

歩道除雪となりますと、あいた時間といいますか、それぞれが、車道が終わって、それか

ら歩道除雪に入るということになりますので、やはり少し普通の除雪よりは遅くなるとい

うような現状であります。また、今年みたいに雪の量が多かったわけですけれども、そう

いった多いということであれば、なおさらまたそういう歩道除雪については遅れがちなの

かなと考えております。

できるだけまちぐるみでの除雪体制ということで、市民の皆さん方にご協力をいただけ

れば非常にありがたいと思っております。そういうことでひとつよろしくお願いします。

【部会長】

よろしいですか、Ｅ委員。

【Ｅ委員】

田んぼの中の学校専用道路あたり、住民でするとなるとなかなか大変じゃないかなと私

は思うわけですけれども、あのあたり、学校さんとかはＰＴＡで考えればいいことなのか、

私はよくわかりませんけれども、日が暮れるのが早いものですから、あの中を生徒さんた

ちが歩くと、ほんとうに車との接触がないかなというふうに私は危惧したわけなんですけ

どね。もちろん、車道優先にやっておられるのはよくわかるんですけれども、一方、学校

の生徒さんのことというのは、もっと重要な面もあるのじゃなかろうかと、安全上ですよ、

思いますけどね。ご存じだと思うんですけれども、特に大きな除雪機の入らん道路なんで

すよね、場所的に。こんなにたくさん雪が降る年はめったにないでしょうけど、また対策

のほうをよろしくお願いしたいなというふうに私は思います。
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【部会長】

それでは、続きまして、４の１０、交通安全の推進のほうに入りたいと思います。

これに関して、Ｆ委員は、目を通されていかがでしょう。大丈夫ですか。

【Ｆ委員】

はい。

【部会長】

ほかの委員の方も、よろしいですか。大丈夫ですか。

それでは、次に４の１１のほうに入ります。

ごみの減量化・リサイクルの推進。これに関してはいかがでしょう。

【Ｅ委員】

ごみの不法投棄の防止ということで、パトロールの実施をするというふうに赤で記載さ

れているんですけれども、このあたり、パトロール員を設けるとか、今あるんですかね、

私自身やっていないものだから、やっているというのは、委員として年に１回か２回やる

パトロールはやりますけれども、日常のパトロールというのを実際知らないんですけれど

も、現に、私どもは一番川下におりますと、夜間に袋のまま川へごみをぽーんと捨てられ

て、ポンプの集じん機のあたりにものすごい袋ごとのごみが流れ着くわけなんですけれど

も、集じん機でそれを揚げられるものですから、それを処理することがあるんですけれど

も、ああいうものを防止するには、夜間パトロールとかも必要になってくるんじゃなかろ

うかと思いますので、パトロール員を設けて、委嘱してパトロールをする必要があるんじ

ゃないかなと。一般の山とか河原だとか、そういうところももちろんパトロールが必要で

しょうけれども、ああいう夜間に川へ捨てられる。そのあたりの防止もするときは、やっ

ぱりパトロール員というのが必要ではないかなと私は思うんですが、当局としていかが考

えられておりますかね。

【事務局】

パトロールについては、年間を通じて市職員なり、また、地区でもその中で自主的にや

っておられるということで、県のほうからも、一応パトロールということで市と連携しな
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がらやっておるわけなんですけれど、パトロールしておるときにごみを捨てるという状況

はなかなかありませんので、自主的にはパトロールはやっておる状況であります。

また、投棄につきましては、今年も何件かあったわけですけれども、通報は結構ござい

ます。通報を受ければ、すぐに行って処理をするという形にはしております。なかなかそ

の現場を押さえるとか、そういったことはちょっとできませんので、パトロールはこれか

らも強化はしていかなくちゃいけないと考えております。

【Ｅ委員】

市役所の職員さんとか、そういう県の職員さんがやられる分については、それはその方々

が注意されればそれでいいかもしれませんが、我々住民が注意したりするときは、やはり

腕章みたいなものでももらって、きちっと言うときは、相手も、この人はこういう人だな

と認めてもらうような格好になっておれば言えるかもしれませんけれども、今おっしゃっ

たように、通報なら幾らでも私らもできるわけです。捨ててあったよ、何かしてください

というのはね。やっぱり、捨てているところを見たときに注意したり、そうするときには

必要かなと思うものですから、私の思いは、パトロール員を地区に設けて、できれば夜間

もしてもらえるような体制をつくっていかれればどうかなと。大変ですけれども、ここに

引き続き実施するとあるんですけれども、中身の充実がもっと必要ではないかなと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

【部会長】

ほかにはよろしいですか。

一応、資料１はこれで全部、１１項目、駆け足でしたが、見てきたんですが、資料２の

説明の後に、また全体を通してご意見を承りたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、引き続きまして、今度は資料２ですね。施策の内容から市民・ＮＰＯ・事業

者等へのメッセージまでを事務局から説明をお願いします。

（ 説 明 ）

【部会長】
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ありがとうございます。

それでは、今、事務局から説明がありましたが、施策の内容と、市民・ＮＰＯ・事業者

等へのメッセージまでを中心にしながら見ていっていただきたいと思います。

まず、４の１の保健・医療の充実に関してですが。

【事務局】

資料２のほうで、主な指標と目標値、ここの変更になったところを施策ごとに、先にち

ょっと説明だけさせていただきます。

【事務局】

国民健康保健の健診受診率につきまして、目標値が６５％ということですけれども、こ

れは、実際の目標に合わせて、今現在、ここ数年、大体４５％から５０％で推移しており

ますので、今まではちょっとかけ離れていた数字でしたので、実際に目標とする数字に変

更したわけです。今後、この数字に関しましては、電話勧誘とか、なるべく受けていただ

くようにということで、可能な数値ということで変更しております。

【事務局】

市民病院のほうでございますけれども、当院は、地域がん診療連携拠点病院という指定

をされておりまして、今現在、がん治療につきましては、副作用の少ないがん治療薬も多

く開発されてきておるわけでございます。このために、当院でがん治療を受けられる方々

の件数を今回新たに指標として上げさせていただきたいということで、今回提示をさせて

いただいております。

【部会長】

内容については皆さん、いかがでしょう。

【Ｃ委員】

市民病院さんですけど、おたずねしたいんですけれども、皆さんご存じのように、認知

症の患者さん、急性期も大事でしょうけど、認知症に対する対策が大変なんですよね。市

民病院の場合は、大体皆さん、何科でも入院設備があるんですが、精神科の入院設備がな
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いんですよね。これはどうしてでしょうかね。というのは、新川全体で、緑ヶ丘さんが今、

この間も会合はあったんですが、あそこは認知症の、いろんな精神疾患がありますので、

認知症も大変な患者さんで、幸いうちも入院患者さんを引き取ってもらったりしているん

ですが、市民病院は外来のみで、結局、もちろんいろんなグループホームや施設入所もい

いんでしょうけど、ほんとうに治療の必要な認知症の患者さんは市民病院で面倒を見ても

らえないですよね、下新川全体では。それは、長年、昔から不思議に思っていたんですけ

ど、それはそういう病床関係もあるでしょうけど、今後も、病床、ある程度の部屋をつく

る予定というのはないものなんですか。それは精神科の先生に聞かないとわからないでし

ょうけど。前から不思議に思っているんですけどね。

【事務局】

今、精神科の病床の件でございますけれども、これは、精神科の必要病床というのは、

県全体で何百床というような形で県のほうで決まっております。そういう中で、新川のほ

うであれば、今言われた魚津のほうの病院のほうで現在病床が足りているというような判

断ではないかなと思っております。こちらはいろいろ、厚生センター所長さんもおられま

すので、行政的なことは所長さんがわかられると思うんですけれども。当院の実態ですが、

現在、おっしゃられたとおり、常勤医師は１名でやっております。あとは曜日によりまし

て応援の医師が来ているわけですが、１名という中で言いますと、やはり病床を持つとい

うのは現状不可能でございます。じゃ、精神科の医師がたくさんいるかといいますと、や

はり大学のほうでもなかなかいないというのが現状ではないかと思います。そういう状況

の中で、当院のほうで精神科病床を持つというのは、今のところ非常に難しいというのが

実態ではなかろうかと思います。そういう中で、今、新しい病院を建てようとしておりま

すけれども、その中でも、精神科病床というのはなかなか計画としても持ちづらいという

ような状況でございます。

【部会長】

ほかに何かございませんか。

私からなんですが、胃がん検診受診率の目標値ですとか、下新川地域医療連携ネットワ

ークへの医療機関加入率の目標値なんですが、これは平成２４年度のほぼ倍になっていま

すけど、数値としてこれは目標に至れる数値なんでしょうか。
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【事務局】

胃がん検診の受診率につきましては、現状は、ごらんのとおり、平成２４年度で２５.

７％、目標値が平成２９年度で５０％ということで、約倍という数字になっているという

ことでのご指摘だと思うんですが、国と県が５０％という大きな目標値を掲げておりまし

て、市もそれに合わせて、できるだけ、ちょっと高望みかもしれないんですけれども、合

わせて５０％に上がるようにという願いを込めて設定した目標値であります。

【事務局】

扇状地ネットにつきましても、当院とすれば、できるだけ地域の医療機関との連携を強

くするという意味でネットワーク加入についてお願いをしておるところでございますけれ

ども、今までのやり方を踏襲すれば、なかなかこんな数字は難しいのかなとは思うんです

が、今後、病院がパソコンを配るという方法を考えるなどによりまして加入していただけ

るものということで、目標は変更しておりません。

【事務局】

表の見方になるんですけれども、目標値、例えば左側は前期基本計画となりますが、現

状は平成１９年度。目標値としまして、前期の最終年度の２４年度と２９年度の数字が上

がってございます。一方、右側の後期におきましては、２５年度から計画ということにな

りますので、現状として、最初の平成１９年度と平成２４年度、目標値が平成２９年度の

みということで記載をさせていただいております。こちらの平成２４年度の数値につきま

しては、今現在の直近の数値ということで、２２年度実績を原則記載させておりますが、

こちらは、最終的には、９月ぐらい施策が策定されまして、その際の直近という数字に置

きかわる予定にしておりますので、２３年度の数値が入ってくると考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

【部会長】

現状の、今書いてある数字よりもおそらくは上がるであろうというふうに考えていいで

すね。わかりました。
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【Ｊ専門委員】

外来でのがんの化学療法の件数の１,９０３件、直近の数字なんでしょうけれど、これは

どういう数字と言ったらおかしいんですけど、どういうのが中身として入っているんでし

ょうか。外来通院していて、軽い抗がん剤だとかそういったものをずっと服用している方

だとか、そういった方も全部含めてなんでしょうか。ここら辺の外来での化学療法をやり

ましょうという話は、おそらく、今までだったら入院しなきゃできなかったようなことも

外来のほうでできるようになってきましたと。そちらのほうに移行していきましょうとい

うのが多分中心だと思うんですけど、この数字はかなり大きいので、今までもずっと外来

で抗がん剤をもらって飲んでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるので、そういった

方々も含めた数値なんでしょうか。

【事務局】

今おっしゃられたとおり、外来で抗がん剤を飲んでおられる方、すべての診療科でがん

と診断された方で、抗がん剤を飲んで外来に通院しておられる方の数をここに載せており

ます。

【部会長】

よろしいですか。

ほかにないようでしたら、次、４の１の次のページ、ここまでですので。

【事務局】

よろしいですか。

４の２、地域福祉の充実のところで大きく変わっているのは、主な指標の１ページであ

りまして、前期では、地域ボランティア、見守り員などの登録数によって地域福祉を調べ

ていったわけですが、社会福祉協議会でつかんでいる登録数のみでの地域福祉の充実度を

目標値としていたわけですが、なかなかわかりにくいということで、後期には、ケアネッ

ト活動チームのそういった人数ということで目標値を立てております。これは、平成２３

年度からは、現地で、ひとり暮らし高齢者等、要援護者の援護の必要な方への見守り、話

し相手、草むしりやごみ出しというような、チームを組んで見守っていくという活動を行

っております。それにつきましては、各地区社協から参加人数何人ということで報告があ
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りますので、それをもって地域福祉の充実ということでの目標値とさせていただきたいと

思っております。以上です。

【部会長】

済みません、ちょっと戻りますが、２ページの４の１のＮＰＯ・市民・事業者等へのメ

ッセージに関しては内容的にどうでしょう、よろしいですかね。

大丈夫であれば、４の２のほうに戻りますね、済みません。

これに関して、Ｄ委員、どうでしょう。中身の数値等は。

【Ｄ委員】

今までは見守り員の人数ということで書いてあったということですね。そうすると、チ

ーム員になったときに、若干見守りだけをしていく、ケアネットチームに属していない、

そういった方の人数が上がってこないかなと思うんですが、チームに入っていない人で見

守り態勢だけを行っている人もいるので、そういった把握はここでは見えないということ

になってしまうのかなと思うんですが、そういう解釈で大丈夫だということですか。

【事務局】

見守りの数もそれぞれ大切な数値でございますので、ここではケアネットということで

の活動を指標としておりますが、見守りについても毎年きちんと把握していく必要がある

と思います。

【Ｄ委員】

そうしますと、追加して書いていただけるということでしょうか。目標値として。

【事務局】

今のところは別に把握していきたいなということで、こちらではケアネットのチーム参

加のみでお願いしたいなと思っております。

【Ｅ委員】

地域福祉推進体制の強化のところに、役割分担に民生委員と事項としてあるわけですけ



-16-

れども、地域の民生委員としてもお願いしているわけなんですが、実態として、町内をま

たいで、私のところあたりに来ると、集落なものですから、このあたりをまたいでやって

おられる方があるんですけど、そうなると、自分のところの町内ならわかると思うんです

けれども、離れた町内へ行くと実態が全然つかめないし、よく私たちのところへ相談に来

られるわけなんですね。どこにどういう方がおられるかとか。

自分のところの町内にいないものですから、民生委員の方もなかなか戸惑っているよう

なので、私どもは、振興会を通じて民生委員を増やしてもらえないかというお願いをして

おるわけなんですけれども、なかなか数的には増やせないというような話も聞くんですけ

れども、このあたりは当局さんはどう考えておられるのかということが１つと、地域のそ

ういうボランティア的な活動をされる方々もだんだん高齢化してきているわけなので、６

５歳以下でないとできないとかというような話も聞くわけなんですが、そのあたり、人に

よっては６５を超えても十分できる方もおられるし、最近は、企業も、仕事を６５まで勤

められる方も結構おられるものだから、年齢も上げてもらえないかなという思いもしてい

るわけなんですが、このあたり、どうお考えですか。

【事務局】

民生委員の数ですが、今現在、黒部市内には１１０名おいでです。それで、増やしてい

ただきたいわけですが、民生委員につきましては、厚生労働大臣の委嘱ということで県で

枠もありまして、３年に１回の任期があるんですが、市としても増やしてほしいというこ

とで要望はしておるんですが、なかなか難しいということで、現在の中でやっていくしか

ないかなと。民生委員さんの中で地区割りをしていただいておるので、なかなかやっぱり

把握しにくいところもあるかと思いますが、それは、地区での社会福祉協議会とも連携し

て、そういう把握についてお願いしたいと考えております。

それから、年齢ですけど、民生委員さんは絶対何歳以下とかというのはないんですが、

おおむね７５歳以下の方はオーケーですよというような国の基準がございました。ただし、

児童民生委員につきましては、少し若い年齢ということで、基準があります。でも、絶対

年齢制限とかがあるわけではございませんので、そんな場合は柔軟に対応していきたいと

考えております。

【Ｅ委員】
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初めてなるときには６５以下でないとなれないとかというのを聞いておったんですが、

そんなことはないわけですね。

【事務局】

そのような基準はあるんですが、必ずということはないです。

【Ｅ委員】

それと、先ほど、なかなか人を増やすのは難しいとおっしゃったんですけれども、やっ

ぱりそこそこの地域の実態を勘案していただいて、やり繰りできるものならそのお役目も

していただきたいし、増やせないという話になると、なかなか気の毒なような気もするん

ですよね、町内をまたいで歩くのは。だから、そこらあたり、何か考慮していただけんも

のかなと強く思うわけなので。私ら自身が民生委員をお願いするときに、そういう地域の

実情があると、なかなか受け手がないわけなんですよね。あそこまで行って、わからん町

内のことをできんわとかいうような話になってくるもんですから、できれば町内単位にし

てもらったらいいかなと。やっぱり断られる理由がどうもそこにあるものですからね。

【事務局】

おっしゃるとおりでございますが、なかなか、民生委員としての数は、要望はするんで

すが、難しいかなと思っておるんですが、その中で地域での支え合いということで、今ほ

どありました見守りとか、それから、ケアネットチームでの要援護者への見守り活動、支

え合い活動をもう一回説明していかなきゃならないかなと思っています。

【部会長】

よろしいですか。

【Ｄ委員】

１つよろしいですか。民生委員と書かれているんですが、民生委員児童委員まで入って

いたほうがいいのかなと。地域福祉に関しては、子供も含めて民生委員児童委員という名

称がいいのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
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【事務局】

正しい名称で書かせていただきます。

【部会長】

ほかにないようでしたら、次、４の３の高齢者福祉の充実のほうに入っていきたいと思

います。

【事務局】

後期のほうで赤くなっているところというのは、老人クラブ会員数の加入率の数値にな

りますが、前期の平成２９年度の目標値が８,３００。それに対して６,８００ということ

で、下がっている、目標値が落ちているわけですが、ご存じのとおり、全国的にも、全県

下的にも、老人クラブ員になられる方が少なくなっているという状況であります。しかし、

老人クラブは、高齢者の生きがいづくりということでは大切な団体でございますので、な

かなか数字を上げるのは難しいんですけど、できるだけ下がらないような目標値というこ

とでこちらに示させていただいております。

もう一つ、その下に、高齢者の福祉サービス事業の利用延べ人数ということで、目標値

を若干下げたような形になっておりますが、この福祉サービス事業につきましては、いろ

んなデイサービスやホームヘルプサービス、それから、配食サービスや高齢者の福祉のそ

ういうサービスの利用者数を書いてあるわけです。１９年度の数字では配食サービスのほ

うでの数値の把握の仕方が少し変わってきておりますので、このような数字にさせていた

だきたいなと考えております。

【部会長】

中身についてはいかがでしょうか。

【Ｊ専門委員】

今ほどの高齢者の福祉サービス事業、この中でいろんなサービスをしていらっしゃると

いうことで、ここでいうデイサービスだとかホームヘルプというのは、介護保険以外とい

う意味でよろしいでしょうか。
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【事務局】

介護保険の認定になられない方での市のほうの福祉サービスということで、デイサービ

スやホームヘルプを行っております。介護保険以外でございます。

【Ｊ専門委員】

わかるようにしておいていただいたほうが見えるかなと。単にデイサービスだとかホー

ムヘルプだとかって書いちゃうと、そっちのほうと区別がつかないのかなというところで、

済みません、ついついこの数字だけ見るとたくさんいらっしゃるものですから、延べだか

らでしょうけれども。

【事務局】

備考欄でそのあたり、説明を加えさせていただきたいと思います。以上です。

【Ｅ委員】

こことは直接関係ないんですけれども、福祉センターの利用についてですけれども、週

１遍、自分で車に乗れん人なんかのためにバスを回しておられましたわね。それが週２回

になったような気がするんですけれども。

【事務局】

地区によっては違うと思いますが、福祉センターは、今、マイクロバス２台で各地区を

回っておりますが、その地区での要望等、実績等も踏まえまして、社会福祉協議会が地区

と話し合いながら、利用しやすい日を設定して運行をしているというふうなことです。

【Ｅ委員】

実態をよく知らんと言って申しわけないですが、実は村椿地区は２回になったんですよ

ね。２回になったんですけれども、今まで金曜日だけだったんですが、それが金曜日と土

曜日、２回になったんです。金と土なものですから、続けてなかなかそんなところへ行っ

ておれんわ、これ、日をあけてもらったらいいのになという意見をたくさん聞くものです

から、あれは市さんのほうで決めておられるかなと思って、今ちょっと聞いたんですけれ

ども。
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【Ｄ委員】

済みません、私からでもよろしいですか。

昨年から、マイクロバスが２台ということで、その前は大型バスで回っていたところが

あったために、大型バスでは回れないところを、小回りをきかせてコースを変えて回るこ

とになりました。したがって、そのコースが若干変わったということで、曜日の変更もあ

った箇所もあるのかと思うんですが、重なっているという要望で、また言っていただいた

ものを変えていくことも検討しないといけないと思うんですが、今、検討も考えながら運

行しておりますので。４月からもう一度変更する予定になっているので、そのときはちょ

っと難しいんですが、またその後、半年ぐらい後とかですかね。さまざまな要望をまたお

寄せいただければと思います。

【Ｅ委員】

せっかく２回来ていただいているけれども、連続して２日だと。ちょっと２日か３日、

日をあけてもらうと行きやすいのにな、利用しやすいのになという話をお年寄りからよく

聞くものですから、ぜひ検討をお願いしたいと思います。

【Ｄ委員】

また持ち帰りまして伝えます。ありがとうございます。

【Ｃ委員】

老人クラブ会員って、老人というのは何歳からの老人クラブなんですか。

もう一つ。名称は老人クラブなんですか。例えば、私は６５で、とても老人と自分じゃ

思っていないんだけど。今の高齢者は皆さん元気ですよね。老人という言葉は、もうやめ

たほうがいいような気がするんですよね。何か名称を変えてやられたほうが会員数も、入

りやすいんじゃないですか。老人クラブ、私は老人じゃないぞという気持ちの方は、今最

近、多いんですよね。今６０代なんて老人じゃないですね、私も含めて。７５歳以上にな

って、ようやく何となく老人かなというイメージが今最近。下手すりゃ、８０歳以上が老

人というイメージなんですが。老人クラブの名称は果たして、今にそぐわないんじゃない

ですか。これは実際、何歳からですか。
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【事務局】

Ｇ委員が来ておられるわけですけど、老人クラブの事務局長さんでいらっしゃいますの

で、よろしいですか。

【Ｇ委員】

老人クラブというよりも、国で全国老人クラブ連合会となっていますので、それからだ

んだんだんだん下がってきて、黒部市は黒部市老人クラブ連合会と、名前はそうですけれ

ども、各単位クラブによっては福寿会とか健老会とか、呼び名は変えておられます。それ

で、全国で決められておるのは６０歳からと。昔決まったことですので。６０歳の方でも

結構おられます、会員の中には。

【Ｃ委員】

今、会社は６５歳が定年制になる時代ですよね。

【Ｇ委員】

三日市は健老会といっておられますので、三日市の平均年齢をいきますと、大体８０歳

だと。６０とか６５歳とか７０歳の方はほとんどおられません。山手のほうへ来ますと、

東布施とか宇奈月町等は６０歳でも入っておられる方がたくさんおられます。

【Ｅ委員】

そうすると、この率というのは、６０歳以上の人口に対する加入者の率ですか。

【Ｇ委員】

そうです。それで、この平均が出してあるのは、市では６５歳から見ておられるのかな

と思うんですけれども。

【Ｃ委員】

わかりました。初めて知りました。
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【Ｇ委員】

全国大会でも、老人クラブという名前を変更しようかとは言っておられるんですけど、

なかなか変えがたいというのかね。将来は変わっていくんじゃないかと思っております。

【Ｉ委員】

私は消防の立場から言うんですが、独居老人とか、社会福祉でいろいろとあるんですが、

消防でいろいろと支援して、例えば火元調査とかいろんなことの支援をするために我々に

名簿が上がってこないものですから、個人情報をあまり出さないという、そういうシステ

ムがある中で、我々はそれが障害になってなかなかできないというところがあるんですが、

そこのところ、消防本部だけにでも、それから、各消防団の分団長あたりぐらいにだけで

も、地区だけ、例えば三日市とか大布施とかとなってくれば、そのところの分団長さんだ

けにでもその情報を知らせてもらえば大変ありがたいということがあるんですが、なかな

かその情報を出してもらえないというのがありまして、そこのところ、ひとつ、消防団は

悪さはしませんので、ぜひよろしくお願いしたいなということがあります。お願いいたし

ます。

【事務局】

個人情報ということもありますけれども、福祉課では連携を図って、関係の情報は共有

しているような状況でございます。ただし、地区にまだ出す体制にはなっていないんです

が、地区の自治振興会でも地区社協でも、やはり自分たちで支え合っていかなきゃならな

い、災害があった場合にどうするんだということでお聞きしておりますので、その情報管

理を適正にしていただくということで、今後、そういうものを出していこうと今考えてい

るところです。

【Ｉ委員】

よろしくお願いします。

それと、障害者の方もそうですね。障害者は、例えば何かあったときに、だれかが助け

てあげないと脱出できないとか、そういうのがありますので、障害者の方も、あれば、私

は出さんでもいいと言われる方はまた別ですが、いいですよと言われれば、ぜひそういう

情報も欲しいなという思いがしております。
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【事務局】

名簿に載せて地区に出してもよろしいですかという本人の同意を得たものについては、

お出ししてもいいんじゃないかなと思います。

【Ｉ委員】

よろしくお願いします。

【Ｅ委員】

私ごとで恐縮なんですけれども、私は、家内の親が男のひとり暮らし、今、９０歳過ぎ

ですけれども、食事を持って週に３回か４回行くんですけれども、今年の冬、雪を除雪車

が通って、民家へ入る入り口をふさいでしまうことがあるんですよね。駐車もできんよう

な状態になって、道路も狭いし。そんな状態なものですから、周りは全部田んぼなんです

から、どこでも捨てることができるんですけれども、私は、個人的に、除雪業者さんがそ

ばにいたものですから、お願いに行って、ここはあなた方も知っておられるとおり、年寄

りのひとり暮らしなんだと。だから、入り口はふさがないでくれというふうなお願いをし

たら、その後、ふさがないようになったんですけれども、このあたり、市当局として、福

祉課と建設課といいますか、関係箇所で連携をとって、あんなところは多々黒部市内にあ

ると思うんですけれども、外へも出れんような年寄りのところの道路をふさいでしまう、

入り口をふさいでしまうというような状態があるので、何かそのあたりは、我々が個人的

に動かんでもできるような体制をつくれんものでしょうかね。

【事務局】

福祉課の立場からいたしますと、ひとり暮らしの高齢者の方、除雪が自力でできない方

については、そんな細かい体制をとりたいわけでございますが、除雪につきましては、先

ほど説明がありましたとおり、早朝に早いスピードでしなけりゃならないという立場もあ

るんじゃないかなと思います。福祉課では、自分で家の周りの除雪をできない方につきま

しては、先ほどもありました、ケアネットとか見守り体制の中でボランティア的にしてい

ただけないかなと。それと併せて、市では屋根雪や家の周りの除雪等につきましては、市

である程度の補助を行っているわけでして、民生委員から出てきて、除雪もしております。
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【Ｅ委員】

福祉課さんを責めるわけではないんですけれども、せっかく除雪しておられる、一遍ブ

ルドーザーが下がって田んぼのほうへよければ幾らでも空くんですから、私らがお願いす

れば幾らでもやってくれるんですけれども、それが市当局の庁舎の内部のほうで連携がと

れんものですかねというお話を私はしたんですけれども。福祉課さんを責めるわけではな

いので、あなたのところから情報を持っていったら、このうちには、この地区にはこんな

人がおるんだよということを持っていけんものだろうかなというふうに思って言ったんで

すけれども。

【事務局】

そこらあたりの除雪の体制の中で、どういう情報を持ちながらやって、市民生活にあま

り差しさわりのないようにやるにはどうしたらいいかという話は、確かにきめの細かさの

課題の１つであろうかと思いますので、現体制の中でどこまでやり切れているかという問

題はありますから、そこらあたり、建設課等々、福祉を交えて、今後の課題ということで

各課に投げかけておきますので、対応については考えていきたいと。

【Ｅ委員】

ぜひお願いします。といいますのは、私は、民生委員とか見守り隊でやってもらったら

というような話があるんですが、私もやりますけれども、やると、雪がかたくて、スコッ

プなんか入らないんですよ。大きな機械ならすぐぱっとできますし、ですからお願いして

おるわけなので、ぜひ連携を強化してほしいと思います。

【部会長】

よろしいでしょうか。

そうしたら、続きまして、４の４、障害者福祉の充実のところに移りたいと思います。

【事務局】

指標の目標値のところですけど、障害者の福祉サービスの利用率というところで前期も

後期も示しております。利用率については、目標に向かって伸びてきているところでござ
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いまして、利用率の２９年度につきましては、少し利用率を上げて記載してございます。

【部会長】

ありがとうございます。

Ｄ委員、何か。大丈夫ですか。

よろしければ、４の５に移りたいと思います。４の５、介護保険への対応です。どうぞ。

【事務局】

介護保険につきましては、保険とかシステムとかという言葉を少し精査させていただい

ております。

目標値につきましては、これは少し数が大きくなっておるわけですが、介護予防事業の

参加の延べ人数についての数が大きくなっていますが、備考欄に青書きでありますとおり、

福祉課だけでなく、健康増進課も一緒に介護予防事業を行っておりまして、その成果もあ

わせて表したいということで、２万という大きな数字にしております。

【部会長】

Ｊ専門委員、何か中身に……。大丈夫ですか。

【Ｊ専門委員】

地域包括ケアと包括的地域ケアと、２つ使うということになっているけど、どっちだっ

たでしょう。

【事務局】

今のご質問ですが、地域ケアシステム、包括的地域ケアシステムということで、どちら

がきちんとした言葉かということなんですが、先ほどの資料１のほうでは、地域包括ケア

システムという括弧書きでの言葉を使っていますので、そちらのほうに統一したほうがい

いかと思います。お願いします。

【Ｃ委員】

言葉はそういうふうにいいますけど、内容的には、簡単に言えば、どんな内容なんでし
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ょうか。

【事務局】

介護予防だけというのじゃなくて、高齢者者、介護が必要な方を見守っていくためには、

医療、介護予防、それから、住まい、それらを一括して全体としての施策としてやってい

かなければ高齢者の方を見守っていけないということで、地域包括ケアシステムというよ

うな言葉を国のほうでは使っておりまして、それを黒部市としても使って、推進していき

たいと考えております。

【部会長】

ほかに何かございませんか。

ないようでしたら、次、４の６、子育て支援の充実のほうに移りたいと思います。

【事務局】

赤書きのところで、園につきましては、延長保育ということで書いておったのですが、

これを子育て推進拠点事業施設ということで、支援センターの分と、それから、延長保育

に代わる表記の仕方ですが、一時預かりとしていうことで表現を修正させていただきまし

た。

そして、子育て支援拠点施設利用のほうなんですが、これにつきましては４カ所でやっ

ておるわけなんですが、４カ所の実績に基づきまして、それの約２割アップぐらいの数字

を目指して頑張っていきたいと思っております。一時預かりにつきましては、６つの保育

所の施設で実際に行っております。その数字につきましても約２割程度を増加したいと考

えております。

【部会長】

それについて、Ｃ委員。

【Ｃ委員】

今現在、この一時預かりの１,６２５人は、現状の数字なんですか。
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【事務局】

はい、そうです。生地こども園、浦山、愛児保育園、三日市保育所、田家保育所、大布

施保育所の６つの施設でやっておるわけなんですが、それの２２年度の実績ということで

す。

【Ｃ委員】

平成２９年には１,９４０になっていますけど、これだけたくさん子供さんが生まれると

いうことですか。予定じゃないということですね。

【事務局】

生まれるということでなく、利用するということで、延べなものですから、実数の子供

の数ではございません。

【Ｃ委員】

利用される可能性が結構多いということですね。予想されるわけですね。

【事務局】

はい。

【Ｃ委員】

今でも十分間に合っているんでしょうか。

【事務局】

おおむね間に合っているというふうに理解しております。

【部会長】

子育て支援からのＨ委員。

【Ｈ委員】

子育て支援拠点事業ということですけれども、国の補助事業の事業名の地域子育て支援
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拠点事業のことを指されているとすれば、地域を入れるとどうなのかなということが１つ

と、あと、平成２９年度も、ピーク時、１万２,０００、現在、宇奈月のほうでは、昨年、

４,７００強の数字がありまして、あとのところも決めたら、多分適当な数字じゃないかな

と思っております。

あと、仕事と子育ての両立支援の取り組みを推進していきましょうというふうに書いて

いただいています。前期のほうでは、育児休業制度などのということで、育児休業制度の

利用だけじゃなくて、いろいろな働き方も含めてこのような書き方をしていただいたとい

うのはよかったなと思います。

【Ｊ専門委員】

今ほどちらっとは説明していただいたんですが、施策そのものが転換してきているとい

うか、変わってきているので仕方がないところもあるのかなというとこなんですけど、子

育て支援拠点事業というのと一時預かり事業、一時預かりというのは、何か延長保育のほ

うが変わってきた施策なんですかね。どうも前のときとのつながりがよくわからないので。

急に、今まで延長保育なんかも、児童数ということで、これは実数なんでしょうか。延べ

とかってなると、前期とのつながりが、ちょっと全然わからなくなっちゃっているもので

すから、どういうふうに理解すればいいのかなと。目標値として増えるというのはあれな

んですけれど、実感として、何がどれだけ増えるのかなというのがよくわからないという

ところがあって。

【事務局】

前期につきましては、これは実数の利用者の人数が書いてあったかと思うんですが、後

期につきましては、延長保育、確かに言い方が変わって、今は一時預かりにしております

が、延べの形で表記させていただきました。結構これにつきましても、要望のある保育所

というか、地域とあまり要望のない地域とありまして、実際、要望のある地域でやらせて

いただいておるのが現状でございます。

【Ｊ専門委員】

今まで言っていた延長保育イコール一時預かり事業というふうに思ってよろしいんです

かね。それとも、ほかの何かいろんなものも少しこの中に新しく入ってきているとか、そ
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ういうことはあるんでしょうか。

【事務局】

延長保育の中には休日とかがあるんですが、そういうものを含めて一時預かりというこ

とで、総体的に網羅した形で書いたということです。

【Ｊ専門委員】

わかりました。

【部会長】

子供を産んだ後の対策というのはこれでいいと思うんですけど、これから子供を産もう

とする方の対策は何かありますか。

【事務局】

妊娠期におきましては、保健センターのほうでパパママ教室を開催しております。

【部会長】

現状として、今、出産できるのは、黒部市内では市民病院さんだけですよね。

【事務局】

はい。

【部会長】

産院の数が少ないと、出産をするために、例えば黒部市民病院で受け入れていただけな

ければほかに行かなきゃいけないとか、今、私のめいが生まれたんですけれども、大抵１

週間ほど入院するのが５日で退院してきたんですが、健康ならそれでいいんですけれども、

安心して入院をしていられない状況があるのかないのか、ちょっとわかりませんが、そう

いう状況ですと、子供を産んで育てようかというお母さんが果たして増えてくるのかどう

なのか。産んだ後の体制は整っていても、病院の数が少なかったり、いろんな面でちょっ

と不安を覚える方がおられるのかなという気はするんですが、いかがでしょう。
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【事務局】

確かに、おっしゃるとおり、お産できるところは黒部市内では黒部市民病院だけという

ことになっておりますけれども、ただし、妊婦健診とかをやっていただけるところはオー

クレディスクリニック。オークレディスクリニックさんは、お産はできませんけれども、

妊娠中の健診についてはやっていただけております。そういうようなこともありまして、

子供の数は少し、出産数はだんだん減少傾向にあるということと、あるいは、産院のほう

での２４時間体制の体制がなかなかとりにくいということもあり、産科の数が少なくなっ

ているのではないかなというふうに私は思っていますけれども、これも、新川圏域でどれ

だけ充実していけるかということで、入善のあわのさんとかもありますし、新川圏域の範

囲で考えて、これだけの数になっているのではないかなと考えております。

【部会長】

ほかはないですか。

なければ、４の７のほうへ移ります。消費者支援の充実のほうに入ります。

【事務局】

消費者支援の充実ということで、指標を変えております。前は、相談会や出前講座の参

加の延べ人数としていたわけですけれども、当市におきましても、平成２２年度から消費

者相談員を窓口に置きまして、現在、消費者相談を行っておるところであります。そうい

ったことで、いわゆる延べ人数というよりも、消費者相談員窓口への相談件数ということ

で、これにつきましては、市、それから、富山県の消費者センターのところでこれがかか

わっております件数ということで、変更をさせていただきました。現実的には、富山県も、

全国的にも、件数を主に指標としてやっておられますので、このようにかえたということ

であります。

【部会長】

この内容に関してはいかがでしょう。

【Ｊ専門委員】
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相談件数というのを目標値に設定するのは、そもそも何か違和感というか、難しいのか

なというところがあるんですけれど。２９年度は減っているというのは、何かほかに強力

な施策をして、そういうトラブルが起こらないようにするというのが何かあって、減るだ

ろうという予測なんでしょうか。今の世の中、正直言って、いろんなトラブル、消費者に

関係するトラブルは、増えこそすれ、減るようなことは何かないような気はしないではな

いんですけれど。そういった中で、件数が減るという目標数値を立てられると、何かこれ

だけしか減らせませんと言っているような気がして、何となくちょっと数字的には違和感

があるというか、もともと相談件数というのを目標数値に上げること自体がどうなのかな

というところにちょっと違和感を私は覚えるんですけど、いかがなものでしょうか。

【事務局】

相談件数につきましては、減ればもちろんいいことなので、実際的には、いわゆるマス

コミ等のＰＲ、それから、新聞紙上とか、そういう、今、情報網が最近はかなり発達して

おるということで、そういう振り込み詐欺とかおれおれ詐欺があるんですけれども、そう

いった情報がすぐ入るという、危険察知ということで年々減っているのではないかなと思

います。最近では、知能犯的なものが年々増えてきております。そういった傾向のものは

減らすことの目的でということで、記載しております。

【Ｃ委員】

富山県でもおれおれ詐欺はありますよね。黒部の管内のほうはないんですか。銀行との

連携を密にするとか、そういった問題はこの中に出てくるような気がするんですけど、実

際はあるんでしょうか。

【事務局】

実際にはそういったような実情がありまして、黒部のほうでも、やはり電話等の、おれ

おれでも、振り込め詐欺でも、昨年度はありました。そういったことで、そういうマスコ

ミ情報があれば、銀行のほうも気をつけられますし、郵便局のほうも気をつけられます。

それと併せまして、県におきましても、情報が瞬時に流れてきますので、そういった情報

を瞬時に皆さん方にお伝えするということで、予防ですね、そういったことを強化してい

けば、こういった目標数値で進めていけるのではないかなと思います。
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【Ｋ専門委員】

振り込め詐欺の関係につきましては、発生しています。何件かという数字については、

三、四件あります。被害は何百万を超えるものがあります。相談にしますとたくさんあり

ます。この数字は消費者の窓口とはまた別です。うちは何でもすべて来ますので、相談件

数というのは、昨年は６００件を超えています。大体、いろんな種類がありますけれども、

多いのは、こういうものあるいはＤＶ関係だとか、あるいはストーカーの関係だとか、そ

ういうものもありますし、極端なことを言いますと、犬のふんが落ちているだとか、たく

さんあるというのが実態であります。

その中で、相談件数は、先ほど言われたように、困れば相談があると思うんですけど、

困らないと相談がないので、バロメーターは、１つは治安の維持であると思います。相談

件数が多いことによってそういういろんな事案が起きているだと私は思います。

振り込め詐欺につきましては、予兆の電話がありますので、のどがはれて何とかで電話

番号が変わったからとか言い出すと……。反対に回復してきているわけですね。昔は、お

れおれ詐欺とかはなくなりかけたんですけど、またおれおれ詐欺が出てきているわけで、

還付金詐欺が増えてきて、還付金が減ってくると思うと、またおれおれに戻るということ

で、いろんな手口でやってきますので、そういう意味では、相談の窓口というのは充実さ

せていかなければなりません。

私のところも、消費者そのもので来た場合には、そこを教示したりして、市のほうとか、

あるいは消費者センターのほうに振り分けをしながらやっています。件数そのものは、昨

年、私のところは２００件増えました。

【部会長】

よろしいですか。

次に、４の８のほうに、消防・防災体制の充実のところに行きたいと思います。

【事務局】

事業メニューの中で、救急救助体制の強化・充実ということで、救助という言葉を追加

させていただいております。

救急につきましては、救命措置の迅速化ということで、計画的に救急救命士の養成や、
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定期的な医療機関との検証を行いまして受け入れ体制等の確保を行っておりますけれども、

また、救助事案に対応するために救助隊員の資質の向上とか、救助資機材の整備を計画的

に実施したいということで、救助という言葉を入れております。

また、次の主な指標と目標値のところで、前期では救命講習の受講延べ人数でしたけれ

ども、後期のほうには、普通救命講習の延べ人数ということで、普通救命講習に替えさせ

ていただいております。これは、救命講習というのが、前期計画では１時間程度の短時間

の講習者を対象にしておりましたけれども、救命率を高めるには、そばにいる人が応急手

当ての実施とか、質を高めるような普通救命講習、これは３時間以上の講習なんですけれ

ども、講習内容としましては、心肺蘇生法、ＡＥＤを用いた除細動、気道異物除去といっ

た救命技能を取得していただいた人を対象にということに変更させていただいております。

これは、救命率を高めるという意味で主な指標と目標値を変更させていただいております。

年間６００人を考えておりまして、平成２９年には７,０００人を目標としております。最

終的には、黒部市の人口の２０％ぐらいの方が３時間以上の普通救命講習を受講されれば

救命率が上がるのではないかということを考えております。

市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージということで、赤字で消防団活動への理解と協

力を求めましょうという言葉と、消防団に積極的に参加し、自分たちのまちを守りましょ

うという言葉、それから、火災警報器の設置に努めましょうという言葉が追加されており

ます。この火災警報器という言葉なんですが、住宅用火災警報器というものであります。

消防団員の高齢化、減少の課題等を受けまして、充実強化、活動しやすい環境の整備とい

うことで、こういった言葉を入れております。また、住宅用火災警報器の普及促進という

ことで入れさせていただいております。以上です。

【部会長】

ありがとうございます。

【Ｃ委員】

昨年、皆さんご存じのように、大震災で、その後、皆さんの防災意識がすごく強くなっ

たと思うんですけど、一般の方々は、自分の体は自分で何とか守れますけど、問題は身障

ですよ。身体障害者がどこにおられて、どういった周りの方々がどういうふうな手助けが

できるのか、そういうマップ。それから、体の障害、目が見えない、耳が聞こえない。そ
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れから、高齢者ひとり暮らし。それに対する実際にもし何かあった場合の援助活動、それ

に対する地図、そういうものは、例えば民生委員の方々とか消防団のほうで把握されてい

るんでしょうか。これは個人情報で、それを公表する必要はありませんが、実際に身体障

害者は皆さん、一般の人もそうですけど、何もすべはないですよね。夜中なんかだったら、

我々自身が目が真っ暗ですから動けないし、その上に身体障害者の方々はどう対応してい

いやら。これはほんとうに、いつも頭にひっかかる問題なんですが、消防署の方々はどう

いうふうに対応されるのかお話を聞きたいなと前から思っていたんですけど、防災訓練で

何回も立ち会って、いろんなそういう問題がいつも出るものですから、新川あるいは黒部

管内ではどういうふうにされているのかなと。一応うちは病院をやっていますので、そう

いう対策を常に持っていなくちゃいけないんですけど、いかがでしょうか。

【事務局】

市に防災の担当の機関がたくさんございます。防災担当課としては総務課、そして、個々

の部分については当然消防署もございますでしょうし、ひとり暮らしとか、いわゆる要援

護者というのは福祉課で担当して、防災危機管理班という組織を２２年度からつくりまし

て、連携して作業を進めているところでございます。

それで、今、委員のおっしゃる中に、まず、防災対策として、一番２４年度重要視して

おりますのは、まず情報伝達ということでございます。今ほど、夜間にそういう災害があ

ったらというお話もございましたけれども、まず、全体的な枠組みとして、本年度、２４

年度の予算といたしまして、防災ラジオの導入ということで、２カ年かけて市内全域、各

家庭、基本的にはほとんどの家庭に設置されるものと考えておりますけれども、防災ラジ

オの導入ということで、いかなるときでも、地震が起きた際、有事の際に緊急放送が入る

ようなシステムを導入いたします。今年度は、主に生地、石田、村椿等々の海岸地区、次

年度はその他の地区ということであります。あと、宇奈月地区におきましては、もう基本

的に現在も個別受信機というのが各家庭に全部設置されておりますので、この辺で来年度

までには全家庭に基本的には導入されるものと思っております。それを受けまして、具体

的な部分を今、ひとり暮らしのことについては福祉課、そしてその他については消防のほ

うから伝えていただきたいと思います。

【事務局】
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今ほど委員言われたマップづくりでありますが、障害者も含めた要援護者についてのマ

ップづくり、今までも、社会福祉協議会でも地図上ですぐ検索できるシステムを持ってお

ったんですが、市役所でも必要ということで、お互いに使えるシステムを今構築中でござ

いまして、今年度中にやっていくようになります。それをどのように今後生かしていくか

ということがこれからの課題と考えております。

【Ｃ委員】

そういうマップは、パソコンじゃなくて実際の紙媒体にしておかないと、電源は全部落

としますよね。そういう地図の大きな紙媒体で、どこにだれがいらっしゃるかというのが

一目でわかるように、でかい紙でもいいですから、そういうふうにはできるんですか。

【事務局】

パソコン上見られますし、その部分について印刷することもできますので、そういうふ

うなことを検討していきたいと考えております。

【Ｃ委員】

いや、パソコンは絶対使えないでしょう、その日は。そんなものは絶対できないです。

だから、紙媒体が常に用意してあるかどうかというのが聞きたいんですけど。パソコンか

ら引き出すのは、パソコンが壊れているものをどうして引き出すんですか。電源が使えな

いんだから、そうでしょう。我々は常に電気が通じていると思って頭で考えているんです

よ。実際はそんなものじゃないですよ。私らは、実際、去年福島に行ってきましたけど、

とんでもないことになるんですよ。パニック状態で何もできないんですよ。それをパソコ

ンをようせんのならファクスでやるなど、そんなもの、できる状態ならまだいいほうなん

ですよ。それが何もできないものの中で、どの方がどこにおられるかということが一目で

わかるような地図があれば、みんな行動しやすいですよね。パソコンから引き出してする、

そんなこと、できるわけがないですよ。

【Ｄ委員】

社会福祉協議会のほうからお知らせいたしますが、現時点で、パソコンにも入っていて、

マップという紙ベースでも持っております。ただ、日々変わりまして、民生委員さんを通
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じていただいている情報でして、各地区の民生委員さんは、おのおので持って管理してお

られます。必要とあれば出すことは可能です。色分けしてございまして、身体障害者の方、

それから、ひとり暮らしの方、二人暮らしの高齢者世帯の方という５種類ぐらいの色分け

で見られるようになっています。

【Ｃ委員】

テレビなんかで見ても、皆さん、隣近所とみんな一緒になって、みんな一生懸命にお互

いに声をかけ合ったりして、皆さんがその場でだれがおられるかみんな知っている方が多

いんですから、そういうものは、もし万が一わからなくなってしまうこともあるのだから、

それさえわかればいいかなと思います。

【Ｉ委員】

済みません、ちょっともう一遍聞き直したいんですが、二人暮らしの高齢者って、高齢

者というのは幾つから高齢者ですか。

【Ｄ委員】

そちらのほうの高齢者というのは、本人さんが見守ってほしいという要望があって登録

している高齢者を登録してございまして、すべての６５歳以上の方の二人暮らしが登録し

てあるわけではないです。

【Ｅ委員】

見守ってほしいと言われたけれども、私らも、見守り隊とかケアネットの方々をお願い

する立場にあるんですけれども、実は、見守ってくれという人はまずおらんのです。大変

やりにくいのは、私どもから、あなたは見守ってほしいですかというか、見守ってあげよ

うかとか、そういうことも言いづらい、なかなかね。それはどこからだれが発信してそう

いうふうになるのか。これがなかなか難しいので、私のところでも問題になっているんで

すけれども、だれも、鈴をつけに行く者がおらんのですよね。ですから、このあたり、指

導してもらえばいいのか、あなた方がやっていただけるのか。

【Ｄ委員】
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もちろん私たちも地区には出向いているんですけれども、多くは、何かあったときに入

ってくる連絡によって組まれるチームが多いです。例えば、軽い認知症で、どこかへ行か

れていなくなってということが起きて初めてわかる場合、家族の方も気づいていらっしゃ

らない場合。そうではない場合は、遠くにいる家族からお願いしたいという要望があった

りですとか、または、民生委員さんから、最近ちょっと心配だなというようなきっかけか

ら始まることが多いです。ただ、こちらから、先ほども言われましたが、見守りますよと

言って、必ずしも見守ってほしいと言われる方ばかりではございませんで。障害をお持ち

の方につきましても、そのあたりがとても敏感でして、なぜ知っているのか、知られたく

なかったと言われてしまうと、ちょっと動けない部分が現状としてあります。

【Ｅ委員】

防災のほうに戻りますけれども、私は、海岸にいるものだから、ものすごく津波の報が

あってからの関心が高いわけです。先ほど話がありましたけれども、例えば、今、５分ぐ

らいで富山湾で津波が発生すると来ると言われているので、私らはまず逃げるところがな

い。自分自身も逃げるところがないんだけれども、弱者を１人でも助けたいという思いが

あるわけですから、自分の地区内に逃げるところがあるのかないのか、逃げて助かるのか、

逃げていって避難しないと助からないのか。そういうものの目安も今のところ何も示され

ておらんのですが、市としてそういうことを考えておられるのか。

というのは、我々のところでありますと、私は、ご存じのとおり、村椿の荒俣なんです

が、一番近くておそらく駅前の公民館だと思うんです。もうちょっと行くとＹＫＫとかあ

るんですけれども、果たして企業さんと市さんはそういう協定を結ぶことを考えておられ

るのか。私どもは、ただ逃げていっても、戸もあけてもらえなければ入れんわけですから、

そのあたりを少し聞かせてほしいなと。まず、一番知りたいのは、私のところの地区で標

高の高いところがあったら、そこにでも逃げていったらいいんじゃなかろうかということ

もあるので、そのあたりを併せて、どうしようとしておられるのかということを知りたい

と思います。

【事務局】

では、先ほどのところでお答えすればよかったんですけれども、市では、今、ＪＲ側か

ら下のほうに、いわゆる海岸部に電柱表示ということで進めておりまして、電柱には、こ
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こは海抜何メートル、そして、いわゆる海岸線から、例えば距離８００メートルですよと

いう、そういうものを進めております。また、新年度においても、引き続き避難所表示を

市内全域で７００カ所ほどする予定でございます。

それと、先ほど津波という話でございまして、今は、県のほうで実は津波シミュレーシ

ョン調査をしておりまして、３月の中下旬に、いわゆる最大どれぐらいの津波が来るかと

いうことを結果として公表される予定でございます。これは、最大考え得るものを今出す

ということで話は聞いておるんですけれども、実際に何メートル高のものが来るかという

のは、まだ白紙で、ございません。そういうものを受けまして、併せて、今、市では、今

年度末、もう終わっておりますけれども、避難所を、地域全域で７７カ所あるんですけど、

全部調査が終わりました。そして、特に海岸部の避難所、すべて公共施設ですけれども、

例えば、それが何階建てで、構造が鉄筋なのか木造なのか、そして、いわゆる津波高はど

れぐらいになるのかということによって、最終的にそれが出次第、適している避難所か、

適さない避難所かというのを判断いたします。

併せて、今、民間の建物も調査しております。先ほど、委員からＹＫＫの話も出ました

けれども、今、ＹＫＫさんとは、その津波高が出次第、市とＹＫＫさんも協力したいとい

う意向を示されておりますので、どれぐらいの建物で、どれぐらいの面積が必要なのかと

いうものを含めて、今後、早急にＹＫＫさんとも協議する予定でございます。

これらが出そろった段階で、特に津波といえば海岸沿いの方々の命にかかわることでご

ざいますので、例えば５分、例えば１０分の間にどれぐらいの方がどこへ逃げればいいの

かというものを新年度早々に取りまとめたいと思っております。そういう予定で進んでお

るところでございます。

【Ｃ委員】

それは、地区によって防災訓練も一緒にやる予定がありますよね。

【事務局】

災害は海岸線だけではございませんので、当然水害等も、いろんな豪雨等もございます

ので、市内全域で、特に先ほども自主防災会という形で出ていましたけれども、今後、ま

すますそういう訓練が自主的に行われるものと思っていますので、最大限の防災対応、そ

して、消防署も含めて支援をしていきたいということで考えてございます。
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【Ｃ委員】

厚生センターにもお願いしましたよね。防災訓練の話をしましたよね、市民病院とセン

ターで。防災訓練は、まだ年に何回ぐらいやる予定になるかわからないでしょう。

【事務局】

自主防災組織が１００％と言いましたけれども、いわゆる地区の連合組織があるところ

とないところもございますけれども、あるなしにかかわらず、皆さん、特に海岸線を中心

にいろんな訓練も考えてございます。それと、９月の第２週に、今、石田地区を中心に、

連携して、石田、生地、村椿、３地区合わせての多分合同になると思うんですけれども、

市の総合防災訓練を行う予定でございますので、そういう際に、メーンは石田でやるわけ

ですけれども、おのおの海岸線の地域で個々に訓練をやられるような形を考えてございま

す。

【Ｅ委員】

くどいようですけれども、この間、私は海岸線を歩くことがあるんですけれども、ＹＫ

Ｋの越湖工場、あそこは自分のところで堤防内側の敷地の中で１メーターか２メーターぐ

らいのフェンスをつくられておるんですよね。市としては、ああいうようなものを、それ

は市ではつくれんかもしれんけれども、国交省あたりへの普請でつくっていく計画はある

んですか。例えば、入善の新浜で、結構いいものがつくってありますよね。ああいうもの

を海岸線につくっていかなければならんという考えを持っておられるかどうか。

【事務局】

これは、大津波というよりも、多分高潮災害、平成２１年の夏に災害が起きたというこ

とを含めて、国交省直轄事業でございますので、生地も含めて、入善海岸も併せて工事も

されているところと思います。それが直接、今回県で示す津波シミュレーションに即応し

ているかどうかというのは、まだそれが対応しておるかどうかわかりませんけれども、い

ろんな意味で、県なり、国なり、おのおのの機関が連携して住民の命を守る、そういう政

策的なものが取り入れられるものと考えております。
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【Ｅ委員】

ＹＫＫさんのほうにつくられたのは、東日本の震災があってからやられたから、それを

考えてやっておられるのじゃないかなと私は思うんですけれども。

【部会長】

次に４の９、防犯体制の充実に入りたいと思います。

【事務局】

防犯体制の充実で、指標の変更ですけれども、前期は防犯ボランティアの参加延べ人数

ということで記してあったわけですけれども、実際に刑法犯の認知件数ということで、黒

部警察署さんで今つかんでおられます刑法犯の認知件数ということで指標とさせていただ

きました。実際的には犯罪は減少傾向ということになっておりますけれども、先だっての

各種ボランティアにつきましては大体充実をされておるということで、今回はこのように

変更させていただいたということでございます。

【部会長】

ありがとうございます。

【Ｋ専門委員】

刑法犯認知件数の２６８という数字なんですけど。刑法犯認知件数は、昨年は、当市の

黒部市は１５２なんですね。それで、前年が１６６なんです。去年は１５２で、今、この

防犯の非常にたくさん回っておられる、これだけ減らしたわけですね。刑法犯なものです

から、いわゆる特別防犯は入っておりませんので、一応、私のところとしては１５０ぐら

いを１つの目安としてやっている部分もありまして、そうであれば、ここの数がちょっと

かみ合わない部分がありますので。

【事務局】

それはまた調整させていただきたいと思います。

【部会長】
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よろしいですか。

４の１０、交通安全の推進のほうに入りたいと思います。

これに関して、Ｆ委員、内容的には大丈夫ですか。

【Ｆ委員】

はい。

【部会長】

ほか、表現等、何かあれば。よろしいですか。

では、続いて、最後になりますが、４の１１、ごみの減量化・リサイクルの推進のほう

に移ります。

この内容に関していかがでしょう。

【Ｉ委員】

ごみの収集の日数ですけれども、金物とプラスチックの回収というのは月に何回あるん

ですか。

【事務局】

月に３回です。

【Ｉ委員】

３回あるわけですか。プラスチックも。

【事務局】

プラスチック類。金属類は。

【Ｉ委員】

金属類は１回だけですか。ほかの地区と比べてどうですか。魚津だったら結構あるみた

いなことを言っているので、金属に関しては。
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【事務局】

金属、粗大につきましては、新川広域圏の宮沢処分場の日が決まっていますので、８日

から１４日の間ということに決められています。それ以外のところについては全部プラス

チック類も焼却ということになります。

【部会長】

ほかはよろしいですか。

ないようでしたら、これで終わりたいと思いますが、先ほど、後から全体に対して意見

をちょうだいすると言いましたけれども、時間が来ましたので、委員の皆様のお手元にあ

る意見・提言という紙に書いて送っていただければと思います。

事務局から、その他についてご説明をお願いします。

（ 説 明 ）

【部会長】

今ほどの説明について、何か質問等ありましたら。

【Ｃ委員】

私ごとですけど医師会長は３月で終わります。よろしくご配慮のほどお願いいたします。

【部会長】

それは事務局のほうで今調整させていただきたいと思います。

ほかにございませんか。ないようでしたら、これで議長の役目を終わらせていただきま

す。慎重審議ありがとうございました。

【事務局】

長時間にわたりまして、ありがとうございました。

以上で、総合振興計画審議会第２回第４部会を閉会させていただきます。どうもお疲れ

さまでした。

―― 了 ――


